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中学生アンケート・ワークショップの結果 

１．目的…松田町の資源や問題点から、子どもの視点でテーマ別の取組みを提案していただき、将来の

まちづくりへの反映と、協働のまちづくり意識の醸成を図る。 

 

２．方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

STEP１：中学生事前アンケート調査【全中学生対象】 

（１）目的…全中学生を対象に実施し、町の強み・弱みについてはワークショップに反映し、

その他の設問については将来のまちづくりの検討資料とする。 

（２）内容…将来の定住意向、町の強み・弱み、将来のまちづくり等 

（３）調査対象…町内の全中学生を対象に学校を通じて配布・回収 

 

■設問項目と反映方法 

１．松田町の住みやすさについて（住みやすさとその理由、将来の定住意向） 

将来のまちづくり・定住施策へ反映 

２．松田町のイメージについて（まちの自慢できるところ、惜しいところ） 

３．松田町の将来像について（まちづくりの重点テーマ） 

STEP２：中学生ワークショップ【中学 2 年生 60 名対象】 

（１）目的…将来のまちづくりに対するテーマ別の取組みの提案 

（２）内容…町の強み・弱み、テーマ別の将来のまちづくりの取組み等 

（３）参加対象…中学生 60名（2 クラスに分けてクラスごとに実施） 

 

■設問項目と反映方法 

１．テーマに関する“強み”と“弱み”を共有しよう 

２．“強み”と“弱み”をグループ分けしよう 

３．テーマを実現するための取組みを提案しよう 

４．重要な取組みにシールを貼ろう 

全
中
学
生
の
意
見
を
反
映 
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あたらしい松田町総合計画のための 

中学生アンケート結果 

 

調査対象 町内の中学生 

調査時期 平成 30年 7月 

配布数 209票 

有効回収票 209票 

回収率 100％ 

 

■集計結果について■ 

・表中の数値は実数とパーセントを表示しています。 

・グラフの数値はパーセントを表示しています。 

・集計表タイトルの＜SA＞は単数回答、＜MA＞は複数回答の略です。 

（SA=Singular answer  MA=Multiple answers） 

・集計表の「合計」の件数は無回答を含めた回答者数の合計です。 

・条件付きの問は、その問に答えるべき人の「合計」が示されています。 

・パーセントは回答ごとの件数を回答者数の合計で割って算出しています。 

・複数回答ではパーセントの合計が 100％を超えることがあります。 

・複数回答のグラフは無回答を除く積み上げグラフで示しています。 
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問１ 松田町を住みやすいまちだと思いますか。（番号に１つだけ○印） 
 

松田町の住みよさについては「町民アンケート」を上回る 8 割が住みよいと答え、理由としては自

然環境や交通の便のよさが挙がっています。一方で、住みにくい理由も自然環境や交通の便が多くな

っており、地域によって差があることが考えられます。 

 

 

  

【1】学校名 <SA>

件数 割合

全体 209 100.0%
松田 205 98.1%
寄 4 1.9%
無回答 0 0.0%

98.1 1.9 0.0 

0% 50% 100%

松田 寄 無回答

【2】学年 <SA>

件数 割合

全体 209 100.0%
1年 79 37.8%
2年 63 30.1%
3年 66 31.6%
無回答 1 0.5%

37.8 30.1 31.6 0.5 

0% 50% 100%

1年 2年 3年 無回答

【3】性別 <SA>

件数 割合

全体 209 100.0%
男 110 52.6%
女 99 47.4%
無回答 0 0.0%

52.6 47.4 0.0 

0% 50% 100%

男 女 無回答

【問1】住みやすさ <SA>

件数 割合

全体 209 100.0%
住みやすい 71 34.0%
まあまあ住みやすい 98 46.9%
どちらかといえば住みにくい 31 14.8%
住みにくい 8 3.8%
無回答 1 0.5%

34.0 46.9 14.8 3.8 0.5 

0% 50% 100%

住みやすい まあまあ住みやすい

どちらかといえば住みにくい 住みにくい

無回答

２ 松田町の住みやすさについて 

回答者の属性 １ 
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問２ （問１で「１」または「２」と回答された方への質問です） 

 松田町が住みやすいと思う理由は何ですか。（番号に３つまで○印） 
 

 

 

問３ （問１で「３」または「４」と回答された方への質問です） 

 松田町が住みにくいと思う理由は何ですか。（番号に３つまで○印） 
 

 

 

 
 

問４ あなたは今後も松田町で暮らしたいですか。（番号に１つだけ○印） 
 

今後も松田町に住み続けたい人は 2 割、町外で暮らしたい人が 2 割弱で、6 割強はどちらとも言え

ないと答えており、今後も松田町に住み続けるためには、買い物の便をよくすることが最も重要とな

っています。 

 

 
  

【問2】住みやすい理由 <MA>　《非該当：40件　を除く》

件数 割合

全体 169 100.0%
自然環境 120 71.0%
交通の便 78 46.2%
病院や福祉施設 47 27.8%
治安 40 23.7%
学校や公共施設 38 22.5%
住む人やまちの活気 33 19.5%
買い物の便 20 11.8%
防災対策 9 5.3%
娯楽施設 2 1.2%
無回答 1 0.6%

71.0

46.2

27.8

23.7

22.5

19.5

11.8

5.3

1.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然環境

交通の便

病院や福祉施設

治安

学校や公共施設

住む人やまちの活気

買い物の便

防災対策

娯楽施設

無回答

【問3】住みにくい理由 <MA>　《非該当：170件　を除く》

件数 割合

全体 39 100.0%
自然環境 29 74.4%
交通の便 18 46.2%
病院や福祉施設 17 43.6%
治安 12 30.8%
学校や公共施設 9 23.1%
住む人やまちの活気 2 5.1%
買い物の便 1 2.6%
防災対策 1 2.6%
娯楽施設 0 0.0%
無回答 0 0.0%

74.4

46.2

43.6

30.8

23.1

5.1

2.6

2.6

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然環境

交通の便

病院や福祉施設

治安

学校や公共施設

住む人やまちの活気

買い物の便

防災対策

娯楽施設

無回答

【問4】今後の居住希望 <SA>

件数 割合

全体 209 100.0%
ずっと松田町で暮らしたい 41 19.6%
町外で暮らしたい 33 15.8%
どちらとも言えない 134 64.1%
無回答 1 0.5%

19.6 15.8 64.1 0.5 

0% 50% 100%

ずっと松田町で暮らしたい 町外で暮らしたい

どちらとも言えない 無回答
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問５ あなたが将来も松田町で暮らすためには、どのような「まちの姿」・「取組み」が必要だと

思いますか。（自由に記入してください） 
 

（１）買い物の便を良くする                              61 件 

買い物の便を良くする 

もっと買い物しやすい町にしたい。 

買い物が整った町づくり 

買い物できる場所を増やす 

住みやすい町づくり（お年寄りでも簡単に食材が調達できる町） 

気軽に何でもできる（買い物とか、遊ぶ場所）。家だけでなく公園とかスーパーをつくる。 

スーパーをつくる。 

スーパーなど食品が売っている施設を増やす。お店を多くする。 

スーパーなどの大きい施設を作り、人々の暮らしを少しでも楽にする。 

スーパーとか有名な飲食店を建てる 

スーパーとかが少ない。（小さいのばっかあって、でかい店が少ない。） 

スーパー。お年寄りや主婦が町内で買い物できるようにする。 

町内にスーパーやショッピングモールなどがあるといいと思う 

ショッピングセンターなど買い物の施設をふやしてほしい 

スポーツショップや買い物が十分できるようにする。ビルなど大企業を作る。 

店を増やす 

お店を多く開く。 

お店などをつくる。若い人を呼び込む。 

公園や店舗を増やす。 

現代的な店がない 

建物を増やす（買い物できる建物） 

デパートなど、暮らしに役立つものをつくる 

イオンをつくる。 

商店街の活性化 

神田神社側にコンビニがないからもう少しコンビニを増やしてほしい 

コンビニを城山の方にも作る 

コンビニの数を増やす（寄に） 

新松田駅周辺のグルメをもうちょっと充実させてほしい。 

もっと外食などに行きたいけど食べる場所が少ない。 

でかい模型屋を作ってほしい。 

コスメ店をもう少し増やして。 

松田にアウトレットを造る。 

自動販売機を増やす 

（２）交通、道路環境の整備                              24 件 

新松田駅の前の道が歩く人と車とで道がせまいし危険だと思ったので安心してくらしたい。 

新松田駅前の歩道と車道を分ける 

ユニバーサルデザインを取り入れた駅周辺の整備 

駅前の交通整備 
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駅まわりのバス停の整備 

新幹線をつくる。 

松田駅に改札をつくる。 

新松田駅と松田駅とのいちが難しい 

交通の便を良くする 

道をきれいにしたい。 

道を広くする。 

全ての横断歩道に信号をつける 

坂にベルトコンベアーをつける。 

街灯を増やしてください。ボルダリングなどではなく、生活に必要な物をつくってください。 

住みやすい町づくり（夜明るい） 

夜が暗い。 

（３）娯楽施設等をふやす                               23 件 

公共施設や娯楽施設の増加 

もっと娯楽施設やスーパーを増やした方がいい。 

もう少し商業施設をつくった方が良いと思う。 

遊べる場所（カラオケ、ゲーセン）などが増えてほしい。 

娯楽施設（ゲームセンター）を増やしてほしい。 

娯楽施設をもっと増やしてほしい。 

娯楽施設と自然の両方があるにぎわいのあるまち。 

せっかく交通の便はいいので駅周辺をにぎやかに。 

駅近くをもっと栄えさせる。 

もっと遊べる場所を作ってほしい。 

子どもが楽しくなるような所をつくる。 

子どもがたのしい町をつくる（遊園地とか、あそびができるところ） 

誰もが楽しめる場所をつくる 

（４）自然保護、今ある環境の保全・美化                        22 件 

環境をくずさないようにする。 

環境保全 

自然を大切にする 

このままキレイな自然環境が続くといい 

自然環境が整っている 

自然環境をもっとよくする 

川をきれいに 

川や町の自然の形を工事などで変えたりせずに自然のままの形を残す。 

あまり松田山の自然をけずらない事 

人も動物も、誰もが暮らしやすい自然環境づくり。 

いつまでも変わらない町 

今の松田町のイメージをそのままにしつついい場所づくり 

工業化をしすぎない。 

ポイ捨てをなくして、自然環境を整える 

ゴミとかが落ちていたら、捨てるようにする 
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（５）働く場所、居住環境の整備                            14 件 

人が働く場所（仕事場）を増やす。 

安心できる仕事の現場が整っている 

誰でも働ける場所をつくる。 

男女平等に働けるように 

お店をもっと増やしたりすること。そして、そのような所で働く。 

今はもう使っていない施設や空き家を取り壊したりして、新しい働く場所をつくったりする。 

住居が少ないと思います。ＩＣＴとか、町おこしとか、それ以前に住む所や働く場などを増やした方が

良いと思う。 

みんなが住みやすい環境をつくる。 

バリアフリー等の高齢者に優しい町づくり 

ＩＣＴ環境が整ったまちづくり 

（６）観光                                      9 件 

観光地を増やしてほしい。 

人口または観光客を増やせる人気の施設を作る 

いろんな場所からいろんな人が来られるようなまちにする。 

外国の人やほかの町の人たちがたのしめる町にする 

自然を活かした施設の設置（ハーブ園の拡張など？） 

店をなるべく用意したり、ハーブガーデン等を改良し、よりよいものを作り収入を上げる。 

まちに大きな店をつくったり、変わったものをつくって、町を発展させる。 

松田の戦国の歴史を残す 

（７）教育の充実                                   8 件 

中学校・小学校の改築 スポーツ施設をつくること 

ＩＣＴの前に校舎をきれいにしてください。お金はもっと大切にしてください。 

学校施設をもう少し改善する 

学校の設備をよく。 

タブレットをアイパットにしてほしい。 

勉強できる場所を増やす。 

勉強がほかのところとくらべてゆるい 

（８）交流の場やイベントの充実                            7 件 

いろんな年代の人たちがコミュニケーションをとれる所をつくる 

おじいちゃん、おばあさんとか色々な人が笑顔でいられる 

子どもから大人まで、みんなが交流できるような取り組みを増やしていく。 

町民が興味を持てるイベント等を行う。 

町の行事を増やす。 

（９）安心・安全、防災・防犯                             6 件 

高齢者や若い人たちが安心して暮らせるまちづくりにする 

治安をよくする 

不審者がいないなら住むと思う 

安全なくらしが出来るように地区ごととかで防災についてやる。 

災害時の訓練 

大震災のときに安全な場所をつくる。避難場所を増やす。 
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（10）人口をふやす                                  3 件 

人口を増やす取組み（町おこし） 

人がたくさんいる 

（11）その他                                     18 件 

空き家を壊す。いらないものを壊す。町営住宅なんていらない。とにかく松田には金がない。 

むだなお金を使わない 

税は、みんなが払ったものだから全員が使えるようなものに使った方が良い。理由は、最近ボルダリン

グとかいうやつを作っていたけど、町のためにならない。 

さまざまな事業に中途半端に取り組まず、しっかりと「○○の町松田」と名乗れるようにする。 

田舎にするのか、都会みたいな施設をつくったりして寄せていくのか、どっちかにした方がいい。 

町民の意見を多くくむ 

子どもの意見をちゃんと取り入れてほしい。 

子どもの自由 

子育てがしやすいまちづくり 

皆平等 

いじめをしない松田町に「したい！！」 

ボランティアに参加する 

めざせ東京 

バーチャルを活かした町づくり 

休める場所をつくる。 

寄を開発する 

古い物でも大切にしていくのも大切だけど、新しい物も取り入れる。 

かけている所がない 

（12）とくにない、わからない等                            11 件 

思いつきません 

特にない 

わからない 
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問６ 松田町の「自慢できるところ」はなんですか。（自由に記入してください） 
 

（１）自然、景観                                  131 件 

自然がきれい。桜、花火大会、紅葉、イルミネーションなど四季を楽しむことができる。 

とても自然環境がよいところ 

自然がいっぱいあるところ。 

自然がとても豊かなところ 

自然ゆたかで空気がおいしい 

自然が多いところ（山と川があって緑も多い） 

緑がいっぱいで、空気がきれいなところ。 

みどりが多い 

木が多い 

松田山から見る景色が良い。 

松田山がきれい。花がきれい。 

山や川がいっぱいあり、自然環境がとても良い。 

川で魚がとれる 

川がすごくきれい。 

松田山の桜 

桜がきれいなこと。 

桜まつり 

イルミネーションがきれいなところ。 

富士山がきれい。 

ハーブガーデンから富士山が見えること 

ハーブガーデンがあるところ 

寄の自然 

鹿と遊べる 

（２）交通の便                                    39 件 

都心や御殿場、沼津からの交通の便が良い 

新松田駅に急行列車がとまる。東名の入口が近い。 

新松田駅にだいたいの電車がとまること。 

新宿まで１本で行けるところ 

急行がとまる。 

開成や大井、山北、秦野に直で行ける 

交通の便が最強松田からならどこへでも行ける 

交通の便がよいところ。高速道路に急行がとまる。車も電車も使いやすい。 

ＪＲと小田急線が通っているところ 

駅が２つある所 

駅が近い。 

小学校、中学校、駅が近い 

３ 松田町のイメージについて 
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（３）人の良さ                                   17 件 

町の人々がやさしい 

住んでいる人達が優しい。 

近所の人が優しい 

一人ひとりが優しい。 

みんなやさしい 

人が優しい 

礼儀がいい。 

誰もが明るい 

みんな元気！！…だと思う。 

松田町の人々の関わりが多い 

人とのふれあいが多い。 

みんな仲がいい（多分） 

町と市民の関わり。 

（４）教育環境                                   13 件 

松田中学校にエアコンがついている所 

タブレットがある 

教育が進んでいる。 

松田中のグラウンドが広い 

子どもは学校などに毎日行ってきれいにたもてているところ。 

学校や公共施設 

学校が中・小と町内にある。 

駅前に塾が密集している 

塾がたくさんある 

（５）伝統文化、行事                                 10 件 

大名行列などの伝統文化（大文字焼きや祭り、どんどやきなど）。 

松田城跡 

お祭りやイベント事がたくさんある所 

１年を通してイベントがある。春には桜まつり、夏には花火大会 etc のまつり、冬にはイルミネーショ

ンなど、いろいろなイベントがある。 

夏祭り 

（６）田舎の良さ                                   8 件 

人混みがあまりなくて静か 

都会すぎも田舎すぎもしないちょうど良く住みやすい所 

田舎にしては大体なんでもあること。 

ほどよいいなかという所です。自然環境が整っていて、ある程度店もあったりしている所です。 

平和 

（７）治安の良さ                                   6 件 

治安が良い 

事件とかが少ない 

事故が少ない。 

災害が少ない 
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（８）医療の充実                                   4 件 

病院や福祉施設があるから子どもから大人（老人）まで住める.（老人に優しい町） 

医療が充実している 

（９）特産品（みかん）                                4 件 

みかんがおいしい。 

（10）公園                                      3 件 

公園など遊ぶところが多いところ。 

（11）その他                                     9 件  

テレビによくでる 

車や徒歩で少し歩けば、お店がたくさんある。 

新松田駅のところにできた休憩できるやつが便利だと思う。おもてなしなんとかって所。 

コンビニがたくさんある。 

寄はいい 

松田のアインシュタイン 

はじしらず 

（12）とくにない、わからない等                            5 件 

ひっこしてきたからよくわからない 

なし 
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問７ 松田町の「課題・不足しているところ」はなんですか。（自由に記入してください） 
 

 

（１）買い物のしにくさ                                72 件 

買い物できる場所が少ない。 

買い物ができるデパートを入れてほしい 

お店が少ない。 

町に大きなスーパーがない。 

本屋・スーパーが少ない。 

スーパーやコンビニが少なすぎる。神山地区にコンビニを作ってほしい。 

コンビニが少ない（西側に１個作ってほしい） 

寄にコンビニできてほしい。 

飲食店は特に店が少ない。 

大型ショッピング店 

デパートなど、暮らしに役立つものをつくる 

ショッピングモールがない。 

イオンがない。 

スタバがない アウトレットがない 

商店街が栄えてない。 

本屋、文房具屋、カフェなど、子どもや若者が好きそうなもの。 

若い女の子が好きなお店がない。 

近くにミスドをたててほしい。又、パン屋をふやしてほしい。 

収入を増やす。そのために店を作らなければならない。 

（２）娯楽施設、公共施設等の不足                           38 件 

若い人が遊ぶ場所が公園以外ない 

子どもが遊べるところが少ない。 

若い人が好きそうな店やものがない。カラオケがない。図書館以外に勉強できる店などがない（スタバ

とか）。 

もっとみんなが楽しめる場所がほしい。 

楽しめるお店などが少ない 

楽しい場所・ことがない。 

娯楽施設をつくる。カラオケやゲームセンター。 

娯楽施設がない。人工芝のフットサルコートを作ってほしい「子ども用」 

ゲーセンや子どもたちが遊べる時が少ない。 

バスケットゴールがないからバスケができる場所がほしい。 

テニスコートなどの施設がない。ゲームセンターがない。 

サッカー、フットサルコートがほしい 

陸上競技場（良い所を作れば人が来る。陸上人気だから。） 

新しい物（公共の物）があまりない。 

ポケストップ 

自由に遊べない。 
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（３）少子高齢化、過疎化                               20 件 

子どもが少ないところ。若い人が住みやすいまちにすることが課題だと思う。 

若い人がいない。 

お年寄りが多い 

人が少ない 

過疎化 

（４）道路環境                                    15 件 

道路が狭い 

登校中とか細い道でもめっちゃ車が通っていて危ない。 

新松田駅付近の交通が不便（路上駐車とかで混んだり、事故が起きそう）。 

新松田駅の前の道路がせますぎるところ。 

とてつもなく暗い。 

夜暗いから、街灯を増やす 

ミラーが少ない 

坂にベルトコンベアーをつける。 

（５）町の予算、税金の使い方                             15 件 

町長の金のむだづかいがひどい。もう少し必要のあることにお金をかけてほしい。 

お金のつかい道 

町のお金 

お金がない。松田町に大きな企業を増やすべき！ 

（６）教育環境                                    10 件 

中学校の部活以外のクラブの少なさ 

勉強をもっとしっかりやる。 

学校が古い。陸上トラックがほしい。 

いろんなものが足りていなかったりするところ（学校のもの等） 

もっと学校にエアコンをつけるならつけるで、図書館や少人数の部屋などにもつけてほしい。 

寄中学校にエアコンがないこと 

松田小学校にエアコンがついていない所 

在校生も新しい松中の制服を着たいです！！ 

（７）交通の便                                    8 件 

交通の便を改善してほしい。 

バスの本数 

観光地としては、交通が不便 

松田駅に改札をつくる。 

ぴょんぴょん橋のとなりに人が通れるサイズの橋がほしい。 

（８）まちの美化、除草                                8 件 

ゴミが多い 

日に日にゴミが増えてポイ捨ても多い 

ポイ捨てを減らす。 

ゴミをなくす 

河川敷や道の雑草が多い。虫など危ない。 

コートのまわりの草をどうにかしてほしい 
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（９）居住スペース、建物                               6 件 

家が建てられるスペース。マンションや賃貸などの少なさ。あえて松田に住む理由がないこと。 

建物。空き家をどんどんこわして、新しい家を建てる。 

建物が少ない 

ビルをつくる。 

（10）行事                                      4 件 

町の人たちが一緒に遊べる行事や公共施設が少ない 

子どもの行事への積極性が少ない 

行事をもっと増やす 

（11）その他                                     19 件 

特にこれといった自慢できるものがない 

観光に来る人達のための名所が少し少ない。 

あまり活用しないものがある。 

町をＰＲがあまりできていないところ 

松田町のキャラクターをもっと知らせる。 

都会から遠い 

今の松田町の不足しているところは、あいさつをもっとした方が良いと思います。そうしたら、もっと

松田町に住みやすく、良い町にできると思います。 

まちの活気 

治安 

工業、病院が少ない 

バリアフリー化 

デザインセンスが無いところ。もっと、いいデザインがいい。車のナンバープレートをきれいな絵にし

てほしい。（ロウバイ、桜、みかん） 

子どものことを考えていないようにとらえられるかしょがある。 

全て 

（12）とくにない、わからない等                           17 件 

なにもない 

思いつきません 

よくわからない 

特にない 
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問８ 松田町をたくさんの人に知ってもらうために、あなたならどんなキャッチフレーズを

つけてまちを宣伝しますか。（自由に記入してください） 
 

 

例をそのまま使う（豊かな自然に抱かれたまち、いい人いっぱい夢いっぱいの松田町） 

豊かな自然に抱かれたまち、いい人夢いっぱいの松田町 

豊かな自然に抱かれたまち 夢いっぱいいい人いっぱいの松田町 

豊かな自然にかこまれた笑顔いっぱいの松田町 

自然がいっぱい、笑顔いっぱい、幸せいっぱい松田町 

自然いっぱい笑顔いっぱい松田町 

豊かな自然にかこまれた元気いっぱいの松田町 

自然が豊かすぎる!?元気いっぱい松田町。 

自然いっぱいな元気な松田町 

自然豊かで元気いっぱい、いい人いっぱいＴＨＥ松田町！！ 

自然豊かな いい人たくさん松田町 

自然豊か、たくさんのいい人たち 

～きれいな景色 夢いっぱい・希望いっぱい～ 

夢をかなえる 愛いっぱいの松田町 

緑の多いまち みんな優しい松田町 

緑が多くて、人がやさしすぎる松田町 

自然に囲まれたやさしい人いっぱいの町 

自然にかこまれながら、おもしろいイベントがある町 

四季をたのしめる自然の町 

春には桜が山一面、冬はイルミネーション 

春になると桜山 自然が多い松田町 

日本有数の桜の名所。一度見に来ては！？ 

桃色の自然を愛す町・松田町 

桜がたくさんな松田町 

桜がきれいな松田町 

桜 

山に囲まれ、川がゆるやかに流れる自然のあふれる松田町 

山に囲まれ、自然が豊かな松田町 

山にかこまれ人も優しい 

松田山に近い町 

松田山 

すぐ山松田 

山と川の町松田 

きれいな川がある町 

川の恵みを受ける 

空気がとてもよく、すがすがしくて気持ちがいい町 

４ 松田町の将来像について 
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自然と便利がゆうごうした町、松田 

自然に囲まれ、きれいな町 

自然豊かな楽しいまち 

自然豊かでどこへでもいける自由な町 

自然がいっぱい、生活環境が整った町 

自然いっぱい、安心して暮らせる町 

自然いっぱいの安心できる松田町 

自然いっぱい子どももいっぱい 

自然いっぱい楽しいまち 

自然がいっぱいの松田町 

自然がいっぱい松田町 

自然いっぱい、いい町 

自然いっぱい！！！ 

自然いっぱい コンビニいっぱいの松田町 

豊かな自然の町、松田 

豊かな自然に抱かれたまち 

豊かな自然に囲まれた町。観光の町。 

豊かな自然に囲まれた町 治安もよく 心配なことがない 

豊かな自然がたくさんあり、楽しい町 

自然豊かで、優しい松田町 

自然豊かでのどかな町 

自然がほとんどのいい町 

自然がたくさんで豊かな町 

自然がたくさんあり、観光客も来るまち 

自然にかこまれた町、松田町 

自然にかこまれた松田町 

自然におおわれた松田町 

自然たくさん松田町！ 

自然豊かな松田町 

自然豊かな町 松田 

自然に包まれたまち 

美しい自然のまち 

みどりいっぱい松田町 

緑いっぱいなまち 

緑あふれる松田町 

木がいっぱいな町 

松田の自然の町 

自然な松田町 

自然が多いまち 

自然の町 

自然がたくさん 

自然たくさん 
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自然豊か 

自然多し 

自然を利用して、知ってもらう 

自然を増やす 

自然との調和 

豊かな自然 

豊かな松田町 

戦国からの歴史、松田町 

大名行列が有名な松田 

文化を大切にする 

文化をツナグ松田町 

ほんのりした町？祭たくさん 

人と自然がやさしい松田町 

人が優しい自然ゆたか松田町 

人と人との関わりで、大人になれる松田町 

松田町 町人みんなでたすけあう 

みんな笑顔で親切な松田町 

みんなで協力でき、仲良い松田町 

みんなでたのしくふれあえる町作り 

みんなあったかいマッチｰ（→松田風に） 

だれにでも親切に、協力できる松田町 

親切でやさしい人、人思いの人 

いろんな人にささえられている 

なごやかがいっぱいの町 

楽しい町、それこそは松田町 

住みやすく、病院や福祉も整っている松田町 

住みやすい松田、ちょうどいい松田 

なんだかんだいい町 

観光のまち 

ボルダリングの町松田 

何でもあるよ松田町 

犯罪の少ない安全な町 

差別のない町 

がんばれまつだ 

過疎地域 

大都会 

駅がある 

撮影にはもってこい 

町のチラシ、祭り宣伝、アニメなどの聖地にする 

分らない 

思いつきません 

とくになし 
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問９ 上記の状況を踏まえ、将来（20～30 年後）の松田町の理想の姿はどのような町だと思

いますか。（番号に３つまで○印） 
 

将来の姿として、「自然環境に恵まれたまち」が最も多く、次いで「犯罪や事故が少ないまち」や「交

通の便がよいまち」など安全・安心に係る意見が多くなっています。 

 

 

 
 

問 10 問９で答えた将来の町を実現するためにはどのようなまちづくりに力を入れたらよ

いと思いますか。（自由に記入してください） 
 

 

（１）自然の保護、今ある環境の保全                          21 件 

町の人がみんな協力していまの自然を守って自然いっぱいの町にする。 

自然を大切にすれば観光地にもなるかもしれない。 

自然を大事にしていくこと。 

自然を保ってほしい 

自然を減らさない 

木をばっさいしない 

今ある環境をこわさない 

緑を増やす運動 

自然豊か 

自然を大切にしてゴミの分別など。 

自然と文化を大切にし続けるまちづくり 

今ある自然を活かして人口を増やす。 

川や山にごみ１つないまちづくり 

ポイ捨てなどをせず、自然環境のよい町 

町を汚くしない 

【問9】将来の松田町の理想の姿 <MA>

件数 割合

全体 209 100.0%
自然環境に恵まれたまち 102 48.8%
犯罪や事故が少ないまち 65 31.1%
交通の便がよいまち 51 24.4%
居住・生活環境が整ったまち 42 20.1%
観光のまち 38 18.2%
子育てのしやすい待ち 36 17.2%
高齢者や障害者が暮らしやすいまち 36 17.2%
医療が充実しているまち 32 15.3%
スポーツ・レクリエーションが盛んなまち 27 12.9%
歴史や文化を大切にするまち 24 11.5%
教育環境が整ったまち 20 9.6%
地域や住民の活動が活発なまち 12 5.7%
産業が盛んなまち 10 4.8%
防災対策が整ったまち 9 4.3%
国際性豊かなまち 6 2.9%
行政の取組みが活発なまち 5 2.4%
その他 5 2.4%
無回答 19 9.1%

48.8

31.1

24.4

20.1

18.2

17.2

17.2

15.3

12.9

11.5

9.6

5.7

4.8

4.3

2.9

2.4

2.4

9.1

0% 20% 40% 60%

自然環境に恵まれたまち

犯罪や事故が少ないまち

交通の便がよいまち

居住・生活環境が整ったまち

観光のまち

子育てのしやすい待ち

高齢者や障害者が暮らしやすいまち

医療が充実しているまち

スポーツ・レクリエーションが盛んなまち

歴史や文化を大切にするまち

教育環境が整ったまち

地域や住民の活動が活発なまち

産業が盛んなまち

防災対策が整ったまち

国際性豊かなまち

行政の取組みが活発なまち

その他

無回答
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（２）安全・安心                                   21 件 

信頼 安心 安全があるまちづくり 

事故などが少なく、安心出来るまちづくり 

事故などで人口が減少しないようにする。 

町の人、一人ひとりが協力し、犯罪などを無くし、ＣＯ２を無くし、自然を整える 

犯罪・事故が少なくなるように、全員が気を引きしめてすごす。 

犯罪０、事故０のまちづくり 

犯罪が少なくなるような町づくり 

事故が少ない町 

犯罪や事故で、システムを強化すればいい 

犯罪とかはみんなで注意して、たくさん体を動かす。 

治安をよく。 

交番をもう１つ作る。 

住みやすく安全に取り組む。 

空き家などがなく、安心に暮らせるまちづくり 

安全にすごす 

（３）福祉や医療の充実                 18 件 

お年寄り、子どもが暮らしやすい町→段差を少なく、道を広く、手軽に運動でき、健康に暮らせる町づ

くり 

ユニバーサルデザインを取り入れる。 

スロープなどがあり、バリアフリーな家などがあるまちづくり。高齢者が住みやすい。 

高齢者や障害者の人が、安心してくらせる町づくり 

高齢者・障害者が不満０のまちづくり 

差別をなくしていった方がいい 

高齢者を大事にし、高齢者の知っている歴史や文化を大切にする。 

高齢者施設をふやす 

介護施設を増やす 

高齢者にやさしくする 

高齢者でも楽しめる遊び場所などが増えればいい。 

大病院があるまちづくり 

なおせる病気で人が死なない町 

病気が起きてもすぐに助けられる町 

ドクターヘリの導入 

（４）少子高齢化、過疎化の防止                            16 件 

今からでも早く、収入を得るために、店を増やして、働く場所を増やしたりして、子どもたちを精一杯

育てる。 

大人、子どもが住みやすいまちにして、こっちに人がたくさん住めるような町にする。 

子育て環境が充実し、気軽に英語の勉強なども出来る町 

子育てをする人が多い。高齢者よりも子どもを多くする。 

子育てしていく上で教育環境が整ったまちづくり 

子育てが充実し、医療が発達しているため、人が増えていくまちづくり 

待機児童を０にする。 
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若い人たちが住みたくなる町にする。 

若い人を増やす 

人口を増やす 

家を増やす 

（５）まちの発展、近代化                               11 件 

まずは周りの町と仲良くしてはどうか（松田、大井、開成） 

現代的な町づくり 

インターネットがどこでもつなげることができるまちづくり 

空き家や要らないものをなくし、新しいものを作る 

大きな企業を増やす 

大きな会社たてて、そこを中心に人口を拡大する 

スポーツ・レクリエーションが盛んな町 

スポーツの町づくり 

ボルダリング施設をもっとおす。 

文化会館を多く作る 

図書館をもっと大きく行きやすく！ 

（６）地域交流の充実                                 10 件 

交流できるイベントをつくって、みんなが仲良くなれるようなまちづくり 

色々な人が協力して、皆いやがらずにどんどん挑戦していくこと 

町の人がふれあえるまち 

みんなが仲良くしていく。 

地域の人との関わりを増やす 

笑顔であいさつ 

未来のことを考えてみんなで協力していくまちづくり 

親子で参加するイベント 

チャレンジデーとかのイベントを増やす。 

外で動いたりしてみんなが元気な町 

（７）観光の充実                                   9 件 

しだれ桜、ロウバイなどを中心にして、自然観光地を増やす。 

歴史や文化を大切にし、観光ができる町。 

外国などから観光するために来てくれた人に親切にする。 

観光に力を入れて、居住したら何かサービスする。 

観光しに来た人が休憩できる場所をつくった方が良い。 

外国人とふれ合える町づくり 

いろいろな住民が楽しめるイベントを制作。地域外からの人を呼び寄せる。 

（８）交通の便、道路環境の改善                            7 件 

高齢者が住みやすいよう、自然を残しながら交通の便をよくする。 

交通の便はよいまま、寄の自然を、まちづくり 

交通をより充実させる。 

寄へもっと行きやすくする。 

新松田駅の裏側の道路を広くする 

夜が暗すぎて危ないので、街灯を増やしたほうがいい。 
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（９）教育環境の充実                                 5 件 

高校（公立）を増やす 

小学校を建てかえるか、空調をつけて学びやすい環境にしてほしい 

保育園や学校のしせつをもっと豊かに。 

近くで学べる 

英会話の経験のできる町づくり 

（10）商業施設の充実                                 5 件 

本屋など、イオンみたいな施設ができると良い 

買い物の便を良くする 

飲食店を増やす 

スーパーなどたくさんの人が来てくれるようにする。 

カラオケとサイゼリアと本屋をつくってほしいです。 

（11）まちのＰＲ                                   5 件 

アピールできるようなものをつくることが一番だと思います。（子ども向け） 

町をアピール 

宣伝をする 

松田をモチーフにアニメを作るとか 

（12）歴史・文化の継承                                4 件 

歴史や文化を大切にする 

大名行列以外にも、戦国の文化をとりいれる。寄の歴史や文化を松田町にひろめる。 

今の人たちに大名行列のような昔の文化を伝えていく事 

今からでも歴史などの大切さを伝える。 

（13）その他                                     10 件 

お金。 

もっと町民のことを考える。 

みんなで計画を立てる。 

土地を広くする 

松田町や、他の小さな町にも目を向ける。 

町民全員がそれをいしき。 

大いなる希望の力で全てをすくう 

頑張る。 

デブックをふやそう 

ぜんぶ 

（14）とくにない、わからない等                            11 件 

思いつきません 

わかりません 

なし 
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あたらしい松田町総合計画のための 

中学生ワークショップ結果 

 

調査対象 松田中学校 2年生 

調査時期 平成 30年 8月 31日 

参加者数 2-A：30名、2-B：30名 
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時間配分 内容 

2分 １ あいさつ、主旨・目的 

3分 
２ ワークショップの流れの説明 

・ワークショップの進め方ルールを説明 

5分 

３ 事前アンケート調査の結果概要 

・事前アンケート結果の概要を説明（特に、将来の町の姿で上位２つのテーマ、強

み、弱み） 

15分 

４ グループワーク① 

「テーマに関する“強み”と“弱み”を共有しよう」 

・事前アンケート調査結果から、将来の町の姿で上位２つのテーマに対して、地域

の弱み“惜しいところ”と地域の強み“自慢できるところ”の意見カードを抽出 

「強み”と“弱み”をグループ分けしよう」 

・意見をグルーピング（KJ法）して、みんなの意見を分類⇒キーワードを黄色のポ

ストイットに記入 

15分 

５ グループワーク② 

「テーマを実現するための取組みを提案しよう」 

・グループワーク①で整理したテーマごとに、将来のまちづくりの取組み（自分

でできる取組・みんなでできる取組）を提案します。（ポストイット（赤）に記

入：1人 2枚以上） 

5分 

６ グループワーク③ 

重要な取組みにシールを貼ろう 

・提案した取組みについて、重要だと思う意見（ポストイット）にシールを貼っ

ていきます。（1人３つまで） 

10分 

７ 発表 

・みんなでとりまとめた提案を発表 

・グループごとに発表（2分ずつ） 

－ まとめ 

ワークショップの流れ １ 



3 

 

 

 

（１）2-Aの結果概要 

 

2-A①グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミをひろう(1) 

・ゴミを分別する 

・道路にゴミを捨てない。きれいにする。 

・あいさつをする 

・運動をする 

・ルールをまもる 

・ゴミをひろう(1) 

・ゴミを分別する 

・道路にゴミを捨てない。きれいにする。 

・あいさつをする 

・運動をする 

・ルールをまもる 

・町にゴミ箱を多くする 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

－ 

・たけこぷたーつくる 

・どこでもドアをつくる 

・信号を増やす 

・交通ルールを守る 

・歩道を広くする(2) 

・野球場をつくる(1) 

・サッカースタジアムをつくる 

・体育館にエアコンをつくる(6) 

・広場を作る 

・トレーニングスタジオをつくる 

・大きな声で遊べる公園がほしい 

・屋外バスケットコートをつくる(1) 

・東京ドームみたいなのを作る(2) 

・室内練習場をつくる(1) 

・芝のグラウンドをつくる(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワークショップの流れ １ 



4 

 

 

2-A②グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミ拾い 

・花とか草とかふまない 

・草むしり(1) 

・テニスコートをつくる(1) 

・ゴミ拾い(6) 

・球場をつくる(1) 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・集金を出す ・挨拶 

・USJつくる 

・ディズニーランドつくる(2) 

・鍵をしめる 

・信号を守る(1) 

・ゲーセンをつくる 

・スタバ(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-A③グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ポイ捨てをしない(1) 

・ゴミが落ちていたら拾う(1) 

・道路を整備する 

・みんなで草むしり 

・ボランティア活動(ゴミ拾い） 

・松田に人を呼び寄せて子供を増やす 

・土地を増やす 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・雑草を抜く 

・町の文化を親しむ 

・募金をする(2) 

・ショッピングモールなど町にたりてい

ないものをつくる(3) 

・社長になる(2) 

・コストコをつくる 

・球場をつくる 

・町の PRを考える 

・ドライブスルーをつくる 

・松田を県の 1つにする(3) 

・街灯を増やす 

・住むところを増やす 

・学校を新しくする(2) 

・お金を使いすぎないようにする（残ったお金で

街灯などをつくる） 

・募金活動をする 

・若い人が遊びに来れるところをつくって若い人

を増やす(1) 

・松田覚醒 
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2-A④グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミ拾いをする(1) 

・ポイ捨てしない(1) 

・ゴミの分別 

・ポイ捨てしない 

・募金に参加 

・ゴミ拾いをする 

・自然を利用したイベントをひらく(1) 

・鹿と触れ合うことのできる施設をつくる(2) 

・家をたくさんたてる 

・ゴミ拾いをする 

・植物園をつくる 

・もっと自然や教育などをアピールする 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・地域のイベントに積極的に参加する

(1) 

・犯罪をしない(1) 

・おばあちゃん、おじいちゃんを助け

る 

・ボランティア等に参加する 

・ラウンドワンのようなスポーツ施設をつくる 

・テーマパークをつくる 

・飲食店をたくさんつくる 

・庶子にコンビニや飲食店などの施設をつくる 

・学校をきれいにする 

・ふじ Q 

・よみうり 

・マンションをつくってたくさん人を住ませる 

・商店街を活性化させる 

・ゲームセンターをつくる 

・ディズニーランドつくる 

・店を増やす(1) 

・近所で仲良くする 

・カラオケとかお店をつくる 

・町の PR動画をつくる（インパクトあるやつ）(3) 

・ショッピングモールつくる 

・遊べる場所を増やす(1) 

・遊園地をつくる 

・夏は週に 1回子供にアイスを配布する 
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2-A⑤グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・自然を大切にする 

・動物を大切にする 

・ゴミを捨てないで拾う 

・山や川を汚さないようにする(1) 

・野良猫を保護する 

・ゴミ拾いをする 

・むやみに虫や植物を取らない 

・広い山を使って水族館と動物園をつくる 

・植林(5) 

・山を取り壊さない(1) 

・動物と触れ合う 

・桜を繁殖 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・防災グッズを用意する(1) 

・信号を守る 

・上病院を一度大改良して新しい機械を入れる 

・家を増やす(1) 

・場所を変えて松田城をつくりなおす 

・65歳以上の家庭にペッパーくん(1) 

・遊園地中学校(1) 

・事故を無くす 

・真ん中に遊園地をつくる 

・川音川の上流にダムをつくる 

・就職を町がサポート 

・新松田の通りを改造 

・幼小中高大一貫校にする(3) 
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2-A⑥グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・鹿と遊ぶ ・草むしり(7) 

・広場をつくる(4) 

・バスケットゴールのある公園を作ってほしい(3) 

・テニスコートをつくってほしい 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・節約をする 

・信号を守る 

・あいさつをする(1) 

・出かけるときは広い道を通る 

・ポイ捨てしない(2) 

・学校を当たら新しく 

・夜の外出はできるだけ避ける 

・大名行列に参加する(1) 

・ゴミを減らす 

・リユース、リデュース、リサイクルを心がける 

・公園を増やす 

・大きな大きなショッピングモールを建てる 

・テーマパークをつくる 

・たくさんの人を呼ぶためのイベントをたてる 

・町の行事に積極的に参加する 

・ゴミをその辺に捨てない 

・お金は計画的に使う 

・ゴミ拾いをする。 

・歴史を守る（大名行列とか） 

・興味を持たせる PRをして、人々を松田に呼ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

（２）2-B組の結果概要 

 

2-B①グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミは決められたところで捨てる(1) 

・草むしり 

・河川敷注意する 

・ゴミ拾い(1) 

・ゴミなど業者の方に頼む(2) 

・ゆるキャラをつくって売り出す(2) 

・CMをつくろう 

・地域のボランティア活動に参加する 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・こころづかい(5) 

・応援する(1) 

・街灯を増やそう 

・依頼する(建造物）(2) 

・広くする 

・土地を増やす 

・要らない建物を取り壊す 

・テレビ番組に依頼 

・除草作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-B②グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ポイ捨てをしない(1) 

・水を無駄にしない 

・ゴミ捨てない(2) 

・無駄に電気を使わない(2) 

・木を折らない 

・電気を使いすぎないようにする(1) 

・生ごみのにおいを最小限にする(1) 

・川をきれいに(1) 

・ポイ捨てをしないで頑張る(1) 

・協力してポイ捨てをしない(1) 

・電気の無駄遣いしない 

・資源を無駄に使わない 

・排気ガスを出さない 

・節電がんばる 

・木を植える 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・挨拶する(1) 

・仲良くする努力をする 

・年寄りの人の様子をみんなで見ていく(2) 

・れいとよくあいさつしていく 

・街灯をつける 
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2-B③グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・いらないものをリドゥースする 

・リサイクル 

・ポイ捨てしない(1) 

・ゴミを捨てない(1) 

・リサイクルをする(1) 

・自然を大切にする大切にする(1) 

・ゴミ拾い(1) 

・自然のよさを生かす 

・ゴミを分ける(1) 

・川をきれいにする 

・山に不法投棄しない 

・ゴミを捨てない 

・文化を大切にする 

・植物や生き物を大切にする 

・空き缶を拾う(2) 

・ゴミ拾いをする 

・川を汚さない(1) 

・物をリサイクルする 

・物も大切に使いできるだけ再利用する(2) 

・ポイ捨てをしない(1) 

・リユース 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・自転車の運転に気を付ける 

・夜に帰るとき周りを見る 

・前をよく見て歩く 

・挨拶する(3) 

・便利な施設を建てる 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-B④グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミ拾い(1) 

・ポイ捨てしない 

・ポイ捨てしない(3) 

・木を切らない(1) 

・除草作業(4) 

・ゴミ拾い(3) 

・ボランティア 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・あいさつをする(1) ・高齢者との触れ合い(1) 

・挨拶(1) 
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2-B⑤グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミを道に捨てない(1) ・草むしり(1) 

・雑草をむしる(1) 

・雑草をむしる、森林伐採だめ(1) 

・松田山の存続(1) 

・木をたくさん植える(1) 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

－ 

・道路工事(3) 

・娯楽施設の増設 

・ポイ捨てしない 

・街灯の増設(2) 

・飲食店を増やす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-B⑥グループ 

 

テーマ 自分でできること みんなでできること 

①自然環

境に恵ま

れたまち 

・ゴミを捨てた人からお金を 15000 円も

らってそのお金でなんか町にゲーセン

とか作ってもらう 

・もっと広く綺麗にする。遊具を増やす 

②安全で

安心して

暮らせる

まち 

・不要なものが多いからちゃんと考えて

からつくる(3) 

・いらない所は取り壊して新しいものを

建てる(1) 

・もっとお金の使い方を考える(3) 

・節約する 

・バスケットコートを屋外の公園につくってほ

しい(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


